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田子の浦港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

田子の浦しらす  
  

田子の浦港で水揚げされるしらすは、一度食べたら他では食べられないほど新鮮でぷりぷりとした食感が最高です。地理的

表示（ＧＩ）保護制度にも登録されている「田子の浦しらす」は、田子の浦漁港から西に続く富士山しらす街道沿いの店舗

をはじめとした市内のお食事処でお召し上がりいただくことができます。 

  
 

 

所在地・開催地 
〒416-0937 

静岡県富士市前田 866-6（田子の浦漁業協同組合）  

アクセス 港より車で 5分（1.6km） 

季節 通年（漁期 3月 21日～1月 14日） 

関連リンク 

田子の浦漁業協同組合 
http://tagonoura-gyokyo.jp/ 
富士山しらす街道 
http://www.fujisan-kkb.jp/shirasu_kaido/ 

お問合せ【一般社団法人富士山観光交流ビューロー】 

電話番号: 0545-64-3776 l メールアドレス: info@fujisan-kkb.jp 

ホームページ: http://www.fujisan-kkb.jp/ 

 

富士宮やきそば  
  

富士宮やきそばは、ご当地グルメの祭典「B-1 グランプリ」で 2 年連続ゴールドグランプリを受賞した、昔から親しまれて

いる名物料理です。富士宮市内におよそ 150 の店舗がありますので、お店ごと異なる味や雰囲気をお楽しみください。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
富士宮市観光協会 
http://www.fujinomiya.gr.jp/ 

お問合せ【富士宮やきそば学会】 

電話番号: 0544-22-5341 

ホームページ: http://www.umya-yakisoba.com/ 

 

道の駅富士川楽座  
  

道の駅と東名高速道路上り線富士川 SAが接合した、オープン型サービスエリアです。地域の特産品を揃えたお土産コーナ

ーをはじめ、プラネタリウムや科学館などがあり、幅広い年齢層の皆様にお楽しみいただけます。4 階のカフェや大観覧車

「Fuji sky view」からは、富士川越しの富士山や駿河湾・伊豆半島までを一望でき、一見の価値があります。 

  
 

 

所在地・開催地 〒421-3305 静岡県富士市岩淵 1488-1  

アクセス 港より車で 20分(10km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

9台 

関連リンク 

道の駅富士川楽座 http://www.fujikawarakuza.co.jp/ 
 
Fuji sky view http://www.senyo.co.jp/fujiskyview/ 
 

お問合せ【富士川楽座】 

電話番号: 0545-81-5555 l メールアドレス: waiwai@fujikawarakuza.co.jp 

ホームページ: http://www.fujikawarakuza.co.jp/ 
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御殿場プレミアム・アウトレット  
  

世界文化遺産の富士山が見える広大な敷地に、国内最大級のショップ数 290 店舗を誇るアウトレットセンターです。ファッ

ション・スポーツ・インテリア・雑貨など国内外の有名なブランドショップが軒を連ね、レストランなどの飲食店も充実し

ています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒412-0023 静岡県御殿場市深沢 1312  

アクセス 港より車で 50分(48km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

22台 

  

お問合せ【御殿場プレミアム・アウトレット】 

電話番号: 0550-81-3122 

ホームページ: http://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/ 

 

富士ブランド  
  

富士ブランドは富士地域の素材・名称・歴史を活かした富士市の特産品です。紙製品や高い技術力で作られた工業製品、ス

イーツ、食品など幅広いジャンルのものがあります。認定事業所各店やお土産品店でお買い求めいただけるほか、インター

ネット通販で販売もしていますので、お土産やギフトなどに是非ご利用ください。 

  
 

 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
富士ブランド 
http://www.fujibrand.jp/ 

お問合せ【富士商工会議所】 

電話番号: 0545-52-0995 l メールアドレス: key@fuji-cci.or.jp 

ホームページ: http://www.fuji-cci.or.jp/ 

 

富士山の景観  
  

静岡県富士市は、市内のどこからでも富士山の景観を楽しむことができる街です。海抜 0 メートルから富士山頂の 3,776 メ

ートルまでの雄大な富士山の全景をはじめ、色鮮やかな茶畑の他、梅や、桜など四季折々の自然と富士山、光輝く工場夜景

と富士山など、趣が異なる景観と富士山との美しい競演をお楽しみいただけます。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
富士山百景写真コンテスト 
http://www.fujisan-kkb.jp/gallery/ 

お問合せ【一般社団法人富士山観光交流ビューロー】 

電話番号: 0545-64-3776 l メールアドレス: info@fujisan-kkb.jp 

ホームページ: http://www.fujisan-kkb.jp/ 
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富士山本宮浅間大社（世界文化遺産構成資産）  
  

富士山本宮浅間大社は、806年に坂上田村麻呂が建立した神社で、全国に 1,300 以上ある浅間神社の総本山です。富士山の

八合目以上を境内地として所有し、山頂には奥宮をまつっています。徳川家康が建立した本殿は国の重要文化財に指定され

ています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒418-0067 静岡県富士宮市宮町 1-1  

アクセス 港より車で 30分(15km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

6台 

関連リンク 
富士宮市観光協会 
http://www.fujinomiya.gr.jp/ 

お問合せ【富士山本宮浅間大社】 

電話番号: 0544-27-2002 

ホームページ: http://fuji-hongu.or.jp/sengen/ 

 

白糸の滝（世界文化遺産構成資産）  
  

幅約 150m 高さ 20m の湾曲した絶壁から、富士山の伏流水が幾筋もの絹糸をかけたように流れ落ち、女性的な美しさとや

さしい景観をみせる神秘的で秀麗な滝です。年間を通じて水温 12 度、毎秒 1.5 トンの湧水が流れ出ているといわれていま

す。 

  
 

 

所在地・開催地 〒418-0103 静岡県富士宮市上井出  

アクセス 港より車で 45分(24km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

12台 

関連リンク 
富士宮市観光協会 
http://www.fujinomiya.gr.jp/ 

お問合せ【富士宮市観光課】 

電話番号: 0544-22-1155 l メールアドレス: kanko@city.fujinomiya.lg.jp 

ホームページ: http://www.city.fujinomiya.shizuoka.jp/kankou/ 

 

岳南電車  
  

岳南電車は、静岡県富士市の吉原駅から岳南江尾駅までの 9.2km 区間を片道 21 分で結ぶローカル線です。2014 年に鉄道

としては初めて「日本夜景遺産」に認定されました。昭和の風情が残る駅舎や間近に見える工場の灯りなど、まるでタイム

スリップしたかのような幻想的な世界をお楽しみいただけます。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 港から 3分（1.2km） 

季節 通年 

関連リンク  

お問合せ【岳南電車株式会社】 

電話番号: 0545-53-5111 

ホームページ: http://www.fujikyu.co.jp/gakunan/ 
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岩本山公園  
  

標高約 193メートルの岩本山の頂上にあり、富士山や箱根、伊豆半島、駿河湾、南アルプスなどが一望でき、梅や桜、アジ

サイなど四季折々の花も楽しめます。特に早春には約 400本の梅が咲き「富士山と梅」の絶景ポイントとなっています。 

2 月 1 日～4月上旬には、イベント「絶景★富士山まるごと岩本山」が開催されます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒416-0901 静岡県富士市岩本 1605  

アクセス 港より車で 20分(8.5km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

6台 

関連リンク 
新富士駅観光案内所 
http://www.fujisan-kkb.jp/ 

お問合せ【富士市富士山・観光課】 

電話番号: 0545-55-2777 l メールアドレス: sy-kankou@div.city.fuji.shizuoka.jp 

ホームページ: http://www.city.fuji.shizuoka.jp/fujijikan/ 

 

田貫湖  
  

ダブルダイヤモンド富士で有名な逆さ富士の名所です。春の桜や秋の紅葉もとても美しい湖です。湖畔では、キャンプ、ヘ

ラブナ釣り、サイクリングなどを楽しむことができます。 

  
 

 

所在地・開催地 静岡県富士宮市佐折  

アクセス 港より車で 50分(32km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク  

お問合せ【富士宮市観光課】 

電話番号: 0544-22-1155 l メールアドレス: kanko@city.fujinomiya.lg.jp 

ホームページ: http://www.city.fujinomiya.shizuoka.jp/kankou/ 

 

毘沙門天大祭  
  

静岡県富士市にある妙法寺で、毎年旧暦の 1 月 7・8・9 日に開催される毘沙門天大祭のダルマ市は、高崎、深大寺と並ぶ

日本三大ダルマ市の一つとして有名です。また、妙法寺に祀られている毘沙門天像に大祭中にお参りをすると万倍の功徳が

あるといわれています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒417-0846 静岡県富士市今井 2-7-1  

アクセス 港より車で 10分(4km) 

季節 旧暦 1月 7日～9日 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 
毘沙門天大祭 
http://www.fuji-bisyamonten.com/ 

  

お問合せ【妙法寺】 

電話番号: 0545-33-0114 
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